※お取扱商品は専用になる場合があります。専用 WEB ページにてご確認ください。

50 万円コース
R50-1

R50-5

今治 白銀 フェイスタオル

R50-2
しまなみ匠の彩タオルセット

紳士カジュアルソックス
※色指定不可

R50-6
楽な姿勢で切れる回転刃つめ切り

R50-9 カレンダークロック

R50-13
コンパクトファーストエイドキット

R50-17

こちらの商品は 2021 年 1 月中旬〜 12 月中旬までのお取り扱いです

丸ぐいのみ2点セット

R50-10

LEDライト

R50-14 テイスティミラー450ml

R50-18 モグモグスープマグ

R50-3
ウイルス除去・除菌加工セット

R50-7

ホリデーツールセット

R50-11
ランタンライト(マグネット付)

R50-15
ココカフェ半回転マグ５００ｍｌ

R50-19
コンパクト調理器セット

R50-4
撥水加工レジカゴ型バッグ

R50-8 フラット軽量無地ミニ傘
※色指定不可

R50-12
帰宅困難者対策セット

R50-16 ココカフェ手付マグ

R50-20
メルクローチェ4点セット

※商品のデザイン等は実物と異なる場合があります。

※お取扱商品は変更になる場合があります。専用 WEB ページにてご確認ください。

50 万円コース

こちらの商品は 2021 年 1 月中旬〜 12 月中旬までのお取り扱いです

R50-21
電子レンジ保存容器６PC

R50-22 ランチBOXおしぼりセット

R50-23
ライオンキレイキレイギフト

R50-25 ジョイセレクション

R50-26
アロマデュウ ハンドソープギフト

R50-27
昭和 クッキングオイルセット

R50-29
讃岐うどん・信州そばつゆ付き

R50-30

R50-33
全国繁盛店ラーメンセット4食

R50-34
AGFコーヒー・ドリップ緑茶

R50-37

磯じまん 三種詰合せ

R50-41

お煎餅

おもちだま

R50-38

R50-42

稲庭手延うどん

神戸チーズケーキ

R50-31
道場六三郎 スープ・味噌汁

R50-35

R50-39

宇治茶詰合せ

ハッピーターン缶

R50-24 レック激落ちくんセット

R50-28

R50-32

乾し舞茸18g

鰹節屋のこだわり椀

R50-36
カゴメ すこやかファミリーギフト

R50-40
洋食屋のビーフカレー2食

神戸トラッドクッキー

※商品のデザイン等は実物と異なる場合があります。

※お取扱商品は変更になる場合があります。専用 WEB ページにてご確認ください。

50 万円コース商品内容

※商品内容は変更になる場合があります

R50-1 【商品内容】
フェイスタオル×1(340×750mm)(材:綿95% ポリエステル5%)【重量】180g【生産国】
日本
R50-2 【商品内容】
ウォッシュタオル×2(340×350mm)(材:綿100%)【重量】180g【生産国】
日本
R50-3

■包装サイズ/230×250×50mm(化粧箱入)
・地糸:綿100％)、薬用手洗い石鹸×2

R50-4
R50-5

■重量/365g

■包装サイズ/300×375×35mm(ポリ袋入)
内面／アルミ蒸着フィルム)

■商品内容/フェイスタオル×1(340×800mm)(材:パイル:綿60％、再生繊維(リヨセル)40％

■重量/203g

■生産国/中国/日本

■F-20102

■商品内容/本体×1(230×420×250mm)(材:生地／ポリエステル(表面:撥水加工)、
■生産国/中国

■AK-KA

※色指定不可【商品内容】靴下×2(255×202×22mm)(材:ポリエステル/綿/その他)【重量】255g【生産国】中国

R50-6 【商品内容】本体×1(100×13×20mm)(材:クロムメッキ刃物鋼、
ステンレススチール)【重量】65g【生産国】中国
R50-7 【商品内容】本体ケース×1(130×140×55mm)(材:ケース=PET、パーツ=カーボンスチール・PP)、ピンセット×1、
+精密ドライバー×2、-精密ドライバー×2、
カッター×1、
メジャー(1m)×1、エクステンションバー×1、ビットドライバー×1、
ビット×5、
ソケット×4、ビットアダプター×1【重量】380g【生産国】中国/台湾
R50-8 ※色指定不可■商品内容/50cm×6本骨×1(材：ポリエステル100％)
R50-9

■包装サイズ/132×70×57mm(化粧箱入)
■重量/85g

■生産国/中国

■商品内容/本体×1(125×65×55mm)(材:ABS)

■電源/単4形別売×3

■SC-1011

R50-10 【商品内容】本体×1(100×147×115mm)(材:ABS、AS、
シリコーンゴム)【電源】単3形別売×4【重量】275g【生産国】中国
R50-11 【商品内容】本体×1(50×50×163mm)(材:PS)【電源】単3形別売×3【重量】126g【生産国】中国
R50-12

■包装サイズ/240×192×20mm(ポリ袋入)

■商品内容/スライダー付ポーチ×1(235×181×7mm)(材:PVC)、

緊急携帯トイレ(大小兼用)1P×1、
ウェットティッシュ(10枚)×1、ポケットティッシュ×1、ホイッスル×1、使い捨てカイロ×1、
エイトバン(大小×各2)×1

■重量/166g

■生産国/中国/日本

■医療機器届出番号/27B3X00138000001

■JKS-1000A

R50-13 【商品内容】収納ケース×1(166×108×36mm)、絆創膏5P×1、
ワンタッチ包帯×1、綿棒10P×1、
水に流せるペーパー×1、除菌ジェル×1、除菌アルコールウェットティッシュ×1、救急手引×1【重量】160g
【生産国】
日本/中国/タイ
【医療用具許可番号】27B3X00138000001
R50-14

■包装サイズ/82×82×152mm(化粧箱入)
■重量/232g

R50-15

■生産国/中国

■商品内容/本体×1(φ79×148mm)(450ml)(材:18-8ステンレス)

■TM-02

■包装サイズ/75×75×230mm(化粧箱入)

■商品内容/本体×1(70φ×217mm)(500ml)(材:内びん／ステンレス鋼(クロム18％・

ニッケル8％)胴部／ステンレス鋼(焼付塗装)フタ栓・中栓／ポリプロピレンパッキン／シリコーンゴム)

■重量/320g

■生産国/中国

■CC-50N

R50-16 【商品内容】本体×1(83×110×98mm)(250ml)(材:PP)【重量】195g【生産国】中国
R50-17 【商品内容】本体×2(φ43×56mm)(材:ひのき/ウレタン塗装(外部のみ))【重量】80g【生産国】
日本
R50-18 【商品内容】本体×1(φ71×136mm)(250ml)(材:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、
ステンレス鋼(焼付塗装)、PP、
シリコーンゴム)【重量】245g【生産国】中国
R50-19

■包装サイズ/201×84×76mm(化粧箱入)

■商品内容/本体×1(200×82×72mm)(材:ステンレス刃物鋼、
ステンレススチール、ABS樹脂、

ポリプロピレン、
スチロール樹脂、
シリコーンゴム)、千切り器、
スライサー、両面おろし、受け皿、指ガード
■重量/278g

■生産国/日本

■000DH7357

R50-20 【商品内容】
キッチン鋏×1(205×80×15mm)、皮引き×1(110×65×10mm)、
ユーティリティーナイフ×1(205×25×15mm)(材:ステンレススチール、ABS)、缶キャップ×1(80×φ70mm)(材:ポリ塩化ビニル樹脂)
【重量】250g【生産国】中国/日本

※お取扱商品は変更になる場合があります。専用 WEB ページにてご確認ください。

50 万円コース商品内容

R50-21

■包装サイズ/140×110×140mm(化粧箱入)

※商品内容は変更になる場合があります

■商品内容/大(550ml)×2(133×98×67mm)、中(240ml)×2(85×85×60mm)、

小(120ml)×2(70×70×44mm)(材:ポリプロピレン)

■重量/275g

■生産国/中国

■VP-102

R50-22 【商品内容】容器小×1(86×133×54mm)(240ml)、
容器大×1(119×178×55mm)(500ml)(材:PP、
シリコーン)、おしぼり×1(280×320mm)(材:綿100%)【重量】195g【生産国】
日本/中国
R50-23

■包装サイズ/68×230×181mm(化粧箱入)

■商品内容/薬用泡ハンドソープ250ml×1、詰め替え200ml×1、

R50-24

■包装サイズ/95×139×217mm(化粧箱入)■商品内容/レック水の激落ちくん本体(400ml)×1、
レックセスキの激落ちくんシートキッチン用20枚入×1、

除菌ウエットシート(ノンアルコールタイプ)10枚入り×1
レック激落ちくん×1
R50-25

■重量/680g

■生産国/日本

■包装サイズ/190×195×52mm(化粧箱入)
■重量/720g

■生産国/日本

■重量/730g

■生産国/日本

■LKG-10V

■LGS-100N

■商品内容/P＆G除菌ジョイコンパクト×3(175ml)、
メラミンスポンジスリム×1

■JJ-10K

R50-26 【商品内容】ハンドソープ(260ml)×1、
ゲストソープ(35g)×1、泡立て用ネット×1【重量】400g【生産国】
日本
R50-27 【商品内容】
キャノーラ油(300g)×2【重量】800g【生産国】
日本
R50-28 【商品内容】乾し舞茸(18g)×1【重量】140g【生産国】
日本
R50-29 【商品内容】信州そば(50g)×3、讃岐うどん(50g)×4、めんつゆ(20ml)×3【重量】554g【生産国】
日本
R50-30

■商品内容/稲庭手延うどん(70g)×3

R50-31

■包装サイズ/185×245×32mm(化粧箱入)
かきたま味噌汁赤だし仕立(8.4g)×2

■商品内容/きのこのお吸物ひき雲仕立(7g)×2、わかめと油あげの味噌汁(8g)×2、

■重量/155g

■生産国/日本

■アレルギー物質(卵・小麦)

■M-A6

R50-32

■商品内容/ほうれん草の味噌汁×1、なめこの味噌汁×1、なすの味噌汁×2、卵スープ×1、海藻のお吸い物×2

R50-33

■包装サイズ/260×220×55mm(化粧箱入)

(4)

■商品内容/札幌らーめん「黒帯本店」味噌味(麺80g×2、
スープ68g×2)、

喜多方ラーメン
「一平」醤油味(麺80g×2、
スープ40g×2)

■重量/757g

■生産国/日本

■アレルギー物質(卵・小麦)

■CLKS-01

(4)

R50-34 【商品内容】AGFコーヒープレミアム(マイルド)(7g)×2、AGFコーヒープレミアム(ビター)(7g)×1、
ドリップ緑茶(深むし茶)(3g)×3【重量】183g【生産国】
日本
R50-35

■包装サイズ/238×305×33mm(化粧箱入)
■生産国/日本

R50-36

■CY-03

■商品内容/煎茶(70g)×1、かりがね(70g)×1、ほうじ茶(30g)×1

■包装サイズ/200×235×59mm(化粧箱入)

■商品内容/野菜生活100オリジナル(160g)×2、野菜生活100ベリーサラダ(160g)×1、

野菜生活100マンゴーサラダ(160g)×1、
アップル(160g)×1、オレンジ(160g)×2、
グレープ(160g)×1
R50-37

■商品内容/磯のり(90g)×1、山海ぶし(90g)×1、昆布(75g)×1

R50-38

■商品内容/神戸チーズケーキ(77g)×4(80×80×27mm)

■重量/1.7kg

R50-39 【商品内容】ハッピーターン×24【重量】395g【生産国】
日本
R50-40

■商品内容/本体(200g)×2

R50-41 【商品内容】
あられ(サラダ、醤油、海苔、
えび、チーズ)計152g【重量】634g【生産国】
日本
R50-42

■重量/280g

(4)

■商品内容/ココナッツクッキー×5、チョコアーモンドクッキー×5、紅茶クッキー×5、モザイククッキー×4、
カフェキャラメルクッキー×4、
プレーンクッキー×4

■生産国/日本

■KSR-10L

(3)

